
【一般会計、政令等特別会計及び準公営企業会計】
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620401-10007 都市魅力向上事業施設（もと大阪市公館） 都島区 網島町 16,879.30 1,902.32 経済戦略局

460108-00071 都島消防署東野田出張所 都島区 網島町 374.68 395.04 消防局

121904-00073 堤塘（都島） 都島区 内代町１丁目 9.91 建設局

121902-02629 野江内代駅自転車駐車場管理事務所 都島区 内代町１丁目 12.56 建設局

121902-02631 野江内代駅自転車駐車場北側管理ボックス 都島区 内代町１丁目 1.44 建設局

560307-10059 内代第2住宅 都島区 内代町２丁目 3,305.85 3,748.66 都市整備局

120907-00310 上新庄生野線（都島）（管財課） 都島区 内代町３丁目 10,516.63 建設局

121601-12659 内代公園 都島区 内代町３丁目 6,228.09 建設局

420210-00396 内代小学校 都島区 内代町３丁目 8,486.47 6,643.38 教育委員会事務局

121602-00667 内代公園 都島区 内代町３丁目 10.80 建設局

560307-00331 内代住宅 都島区 内代町４丁目 1,515.03 1,000.86 都市整備局

530201-00247 廃道（都島） 都島区 片町１丁目 124.19 契約管財局

530201-00280 鯰江川埋立地（児童遊園） 都島区 片町１丁目 249.18 契約管財局

121902-01837 大阪城駅北詰自転車駐車場 都島区 片町１丁目 99.84 建設局

121902-02350 大阪城北詰駅自転車駐車場管理事務所 都島区 片町１丁目 10.76 建設局

530201-00154 過小地（買収残地） 都島区 片町２丁目 2,086.07 契約管財局

050601-00005 もと京橋地区開発事業（大阪市土地開発公社経営健全化計画対象地） 都島区 片町２丁目 5,941.65 都市計画局

120907-00386 道路（都島）（管財課） 都島区 片町２丁目 414,131.69
1751-1/1751-3/
1752/1753/1754/1755

建設局

121904-00088 鯰江川埋立地（都島） 都島区 片町２丁目 17.83 建設局

121002-00002 京橋ポンプ場 都島区 片町２丁目 17.28 建設局

121902-02074 京橋駅自転車駐車場Ｇブロック管理ボックス 都島区 片町２丁目 2.92 建設局

560307-00415 毛馬南住宅 都島区 毛馬町１丁目 2,320.37 2,348.00 都市整備局

12ZZZZ-00735 城北抽水所 都島区 毛馬町１丁目 2,543.82 890.09 建設局

121602-01625 蕪村公園 都島区 毛馬町１丁目 21.12 建設局

062507-00277 淀川地域老人憩の家 都島区 毛馬町２丁目 242.88 102.24 福祉局

540502-00118 毛馬保育所 都島区 毛馬町２丁目 1,142.74 421.60 こども青少年局

560307-00413 毛馬住宅 都島区 毛馬町２丁目 31,443.43 35,785.45 都市整備局

121601-12644 東毛馬公園 都島区 毛馬町２丁目 777.51 建設局

121601-12823 毛馬南公園 都島区 毛馬町２丁目 3,000.38 建設局

420210-00295 大東小学校 都島区 毛馬町２丁目 10,374.40 5,257.18 教育委員会事務局

121601-12820 毛馬西公園 都島区 毛馬町３丁目 2,308.20 建設局

420210-00508 淀川小学校 都島区 毛馬町３丁目 11,681.87 6,310.55 教育委員会事務局

420210-00509 淀川中学校 都島区 毛馬町３丁目 16,523.98 7,486.58 教育委員会事務局

062507-00021 もと淀川老人憩の家 都島区 毛馬町４丁目 159.94 21 福祉局

560307-10070 毛馬西住宅 都島区 毛馬町４丁目 7,762.00 7,698.89 都市整備局

121601-12821 毛馬中央公園 都島区 毛馬町４丁目 7,338.84 建設局

121601-12824 毛馬北公園 都島区 毛馬町４丁目 1,292.99 建設局

121602-01623 毛馬中央公園 都島区 毛馬町４丁目 19.20 建設局

062506-00137 淀川地域在宅サービスステーション 都島区 毛馬町５丁目 469.14 福祉局

560307-00414 毛馬第2住宅 都島区 毛馬町５丁目 4,697.49 4,426.26 都市整備局

560307-10071 毛馬東住宅 都島区 毛馬町５丁目 14,394.63 11,747.95 都市整備局

121601-12315 城北緑道 都島区 毛馬町５丁目 7,382.36 建設局

121601-12822 毛馬東公園 都島区 毛馬町５丁目 1,036.19 建設局

420210-00159 桜宮高等学校 都島区 毛馬町５丁目 20,047.07 18,829.34 教育委員会事務局

121601-12455 善源寺公園 都島区 善源寺町１丁目 1,264.03 建設局

121601-12456 善源寺楠公園 都島区 善源寺町１丁目 2,910.63 建設局

420210-00367 都島工業高等学校 都島区 善源寺町１丁目 28,304.09 32,735.82 教育委員会事務局

420210-00437 都島工業高等学校　（百都館） 都島区 善源寺町１丁目 208.80 教育委員会事務局

550301-00056 善源寺霊園 都島区 善源寺町２丁目 286.61 環境局

540501-00036 大東保育園 都島区 大東町２丁目 1,544.65 477.67 こども青少年局

550301-00052 赤川霊園 都島区 大東町２丁目 582.30 環境局

560301-00061 毛馬住宅内公園 都島区 大東町２丁目 2,460.50 都市整備局

120907-00367 中津太子橋線（都島）（管財課） 都島区 大東町２丁目 15,799.93 建設局

062507-00161 大東老人憩の家 都島区 大東町２丁目 103.41 福祉局

160107-00005 大東会館 都島区 大東町２丁目 128.97 都島区役所

121601-12913 高倉三公園 都島区 高倉町３丁目 786.97 建設局

420210-00138 高倉小学校 都島区 高倉町３丁目 13,933.50 5,611.92 教育委員会事務局

062506-00134 友渕地域在宅サービスステーション・友渕福祉会館老人憩の家 都島区 友渕町１丁目 661.25 福祉局

560307-00441 友渕住宅 都島区 友渕町１丁目 11,988.18 21,649.77 都市整備局

121601-12819 毛馬桜之宮公園 都島区 友渕町１丁目 77,456.87 19 建設局

121601-12851 友渕中央公園 都島区 友渕町１丁目 10,000.01 建設局

121904-00012 運河（都島） 都島区 友渕町１丁目 47,007.89 建設局

460108-00102 防火水槽用地（都島） 都島区 友渕町１丁目 687.01 消防局

420210-00503 友渕小学校 都島区 友渕町１丁目 11,400.07 8,951.81 教育委員会事務局

420210-00504 友渕小学校分校 都島区 友渕町１丁目 6,385.51 5,720.89 教育委員会事務局

420210-00505 友渕中学校 都島区 友渕町１丁目 15,096.87 7,570.89 教育委員会事務局

550201-00058 水質観測局（大川） 都島区 友渕町１丁目 27.40 環境局

121602-00830 毛馬桜之宮公園 都島区 友渕町１丁目 57.38 建設局

460108-00069 都島消防署高倉出張所 都島区 友渕町２丁目 185.12 243.82 消防局

160107-00003 地域集会所（都島区友渕町） 都島区 友渕町２丁目 119.40 都島区役所

121601-12850 友渕公園 都島区 友渕町３丁目 2,097.27 建設局

121601-12227 桜之宮公園 都島区 中野町１丁目 4,981.04 建設局

121602-00230 桜之宮公園 都島区 中野町１丁目 1,551.44 建設局

460108-10007 都島消防署艇庫 都島区 中野町１丁目 68.22 消防局

160106-00004 都島区役所 都島区 中野町２丁目 5,355.95 4,723.16 都島区役所

420605-00018 都島図書館 都島区 中野町２丁目 662.01 教育委員会事務局

160107-00006 都島区民センター 都島区 中野町２丁目 1,632.73 都島区役所

062507-00180 中野老人憩の家 都島区 中野町３丁目 358.93 福祉局

121601-12545 中野南公園 都島区 中野町３丁目 1,451.09 建設局

420210-00324 中野小学校 都島区 中野町３丁目 9,847.22 5,542.58 教育委員会事務局
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420210-00369 都島中学校 都島区 中野町３丁目 14,009.12 8,971.09 教育委員会事務局

560307-00118 桜宮住宅 都島区 中野町４丁目 3,409.28 5,779.93 都市整備局

121902-01827 桜ノ宮駅自転車駐車場 都島区 中野町４丁目 661.46 建設局

062507-00200 都島区老人福祉センター 都島区 中野町４丁目 661.48 福祉局

121902-02128 桜ノ宮駅自転車駐車場西側管理ボックス 都島区 中野町４丁目 3.89 建設局

121902-02129 桜ノ宮駅自転車駐車場南側管理ボックス 都島区 中野町４丁目 6.05 建設局

620701-00031 都島スポーツセンター等複合施設 都島区 中野町５丁目 1,053.60 経済戦略局

530201-00055 もと桜宮住宅（コミュニティ用地等） 都島区 中野町５丁目 303.86 契約管財局

062506-00028 軽費老人ホームラフォーレからまつ 都島区 中野町５丁目 1,460.32 福祉局

062506-00083 特別養護老人ホームからまつ苑・中野地域在宅サービスステーション 都島区 中野町５丁目 2,109.24 福祉局

590204-00000 こころの健康センター 都島区 中野町５丁目 133.47 987.71 健康局

540201-00022 もと都島勤労青少年ホーム 都島区 中野町５丁目 145.50 688.47 ○ こども青少年局

540501-00048 都島桜宮保育園 都島区 中野町５丁目 981.35 こども青少年局

560701-00041 もと建築物移転先用地（都島本通工区地区外） 都島区 中野町５丁目 564.30 都市整備局

120907-00420 廃道（都島） 都島区 中野町５丁目 54.27 建設局

121601-12543 中野公園 都島区 中野町５丁目 1,118.30 建設局

121601-12610 都島中央公園 都島区 中野町５丁目 10,000.23 建設局

中野抽水所 都島区 中野町５丁目 146.74 建設局

160106-00000 都島区保健福祉センター 都島区 中野町５丁目 272.21 1,467.59 都島区役所

620701-00030 都島スポーツセンター 都島区 中野町５丁目 2,518.48 経済戦略局

121602-00618 都島中央公園 都島区 中野町５丁目 18.00 建設局

121902-02127 桜ノ宮駅自転車駐車場管理事務所 都島区 中野町５丁目 12.15 建設局

062507-00084 桜宮老人憩の家 都島区 東野田町１丁目 174.82 福祉局

540201-10138 桜宮幼稚園 都島区 東野田町１丁目 1,567.00 1,196.57 こども青少年局

121601-12645 東野田公園 都島区 東野田町１丁目 3,418.00 建設局

420210-00160 桜宮小学校 都島区 東野田町１丁目 9,609.18 6,677.75 教育委員会事務局

121902-01869 （地）京橋駅自転車駐車場 都島区 東野田町１丁目 782.40 建設局

121601-12133 京橋公園 都島区 東野田町２丁目 6,662.00 建設局

121902-01917 ＪR京橋駅自転車駐車場 都島区 東野田町２丁目 2,031.75 建設局

12ZZZZ-01240 東野田抽水所 都島区 東野田町３丁目 6,467.92 1,625.16 建設局

160107-00002 地域集会所（都島区東野田町） 都島区 東野田町３丁目 19.63 都島区役所

620601-00098 網島小売市場民営活性化事業施設 都島区 東野田町４丁目 1,188.13 経済戦略局

540501-00002 東野田ちどり保育園 都島区 東野田町４丁目 571.72 こども青少年局

120907-00453 もと軌道敷(天満橋善源寺町線) 都島区 東野田町４丁目 19,645.49 建設局

12ZZZZ-00144 もと下水道用地（都島） 都島区 東野田町４丁目 14.72 建設局

420210-00373 東高等学校 都島区 東野田町４丁目 32,084.50 14,268.62 教育委員会事務局

121601-12228 桜之宮東公園 都島区 東野田町５丁目 8,317.98 建設局

12ZZZZ-00324 下水道用地（都島） 都島区 東野田町５丁目 40,282.91 建設局

420210-00161 桜宮中学校 都島区 東野田町５丁目 9,325.54 6,745.74 教育委員会事務局

121902-02075 京橋駅自転車駐車場いブロック管理ボックス 都島区 東野田町５丁目 1.44 建設局

530201-00211 都島警察署 都島区 都島北通１丁目 2,125.75 契約管財局

121902-02482 都島駅自転車駐車場管理ボックス 都島区 都島北通１丁目 1.44 建設局

121601-12612 都島北通公園 都島区 都島北通２丁目 773.48 建設局

550501-00024 都島詰所 都島区 都島中通２丁目 675.49 27/951 環境局

560307-00312 都島中通住宅 都島区 都島中通２丁目 4,585.57 6,749.68 都市整備局

121601-12609 都島公園 都島区 都島中通２丁目 9,741.69 1178 建設局

121602-00617 都島公園 都島区 都島中通２丁目 14.34 建設局

120907-00326 大阪環状線（都島）（管財課） 都島区 都島本通１丁目 22,632.56 建設局

120907-00439 もと軌道敷（梅田善源寺町線） 都島区 都島本通１丁目 51,735.40 建設局

121601-12022 かすがえ公園 都島区 都島本通１丁目 2,607.62 建設局

121902-02483 都島駅自転車駐車場管理事務所 都島区 都島本通１丁目 13.39 建設局

062507-00139 西都島老人憩の家 都島区 都島本通２丁目 703.22 福祉局

460108-00068 都島消防署 都島区 都島本通２丁目 1,950.76 1,918.79 消防局

460108-00070 都島災害待機宿舎 都島区 都島本通２丁目 99.58 消防局

062506-00070 都島区在宅サービスセンター 都島区 都島本通３丁目 1,025.01 福祉局

062506-10010 もと社会福祉施設用地（都島区都島本通） 都島区 都島本通３丁目 343.58 福祉局

121601-12738 敷島公園 都島区 都島本通３丁目 891.72 建設局

420210-00368 都島小学校 都島区 都島本通３丁目 8,355.47 8,928.88 教育委員会事務局

160107-10004 地域コミュニティ育成事業用地（都島本通３丁目） 都島区 都島本通３丁目 73.02 都島区役所

620701-00032 都島屋内プール 都島区 都島本通４丁目 2,200.00 3,038.95 経済戦略局

062405-00060 都島こども園 都島区 都島本通４丁目 533.97 福祉局

062506-00096 特別養護老人ホームひまわりの郷 都島区 都島本通４丁目 1,321.72 福祉局

062507-00213 東都島老人憩の家 都島区 都島本通４丁目 184.89 福祉局

540501-00049 都島東保育園 都島区 都島本通４丁目 861.41 こども青少年局

121601-12638 東都島公園 都島区 都島本通４丁目 1,137.73 建設局

420210-00386 東都島小学校 都島区 都島本通４丁目 9,096.95 6,308.11 教育委員会事務局

160107-00004 東都島集会所 都島区 都島本通４丁目 157.30 都島区役所

590101-10013 もと交流会館 都島区 都島南通１丁目 510.83 473.35 ○ 健康局

590201-00015 交流会館（都島休日急病診療所） 都島区 都島南通１丁目 364.00 健康局

540501-10073 （仮称）都島区都島南通保育所用地 都島区 都島南通１丁目 648.82 こども青少年局

540501-10076 （仮称）ニチイキッズ桜ノ宮保育園用地 都島区 都島南通１丁目 766.47 こども青少年局

560307-00311 都島西住宅 都島区 都島南通１丁目 2,897.93 2,583.02 都市整備局

120907-00317 赤川天王寺線（都島）（管財課） 都島区 都島南通１丁目 2,846.33 建設局

121601-12046 医療関連施設及広場 都島区 都島南通１丁目 602.73 建設局

121601-12611 都島南通公園 都島区 都島南通１丁目 1,614.99 建設局

590201-00002 都島休日急病診療所 都島区 都島南通１丁目 242.59 健康局

560307-00313 都島南住宅 都島区 都島南通２丁目 2,269.78 1,881.92 都市整備局

121902-01843 都島自転車保管所トイレ 都島区 都島南通２丁目 2.16 建設局

121902-02484 都島自転車保管所管理事務所 都島区 都島南通２丁目 3.75 建設局

560307-00094 御幸住宅 都島区 御幸町１丁目 31,655.13 30 27,345.95 都市整備局

420210-00139 高倉中学校 都島区 御幸町１丁目 14,528.92 6,721.59 教育委員会事務局

062506-00547 高倉地域在宅サービスステーション・生活介護施設あかまつ園 都島区 御幸町２丁目 922.91 福祉局

540502-00022 御幸保育所 都島区 御幸町２丁目 1,206.79 631.73 こども青少年局
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121601-12194 高倉中央公園 都島区 御幸町２丁目 2,133.90 建設局

160107-00001 高倉地域集会所 都島区 御幸町２丁目 496.00 都島区役所

160107-00000 みゆきコミュニティホール 都島区 御幸町２丁目 105.00 都島区役所


